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申し込み資格
次の 1 ～ 6 の全てに該当する人
1 入学時に区民である
　�60歳以上の人（平成31年3月31日現在）また
は民生委員・児童委員
3 �原則として1人で全課程を履修できる（介助
者を必要としたり、部分的な履修をするこ
とはできません）
4 費用（教材費等）を負担できる
5 修了後、地域福祉に貢献する意欲がある
6 �明治学院大学に個人情報を提供することを
承諾できる

　この大学は、今後高齢期を迎える世代がこれまで培ってき
た知識・経験を生かし、コミュニティ活性化の原動力となる
地域活動のリーダーを養成することを目的としています。
　受講者は、明治学院大学白金キャンパスで学び、同学内の
図書館や食堂をはじめ、多くの施設を利用できます。
　授業は区政や地域活動に関わる基礎的な講義を中心に、福
祉・環境・芸術等、多方面にわたります。暮らしに役立つ内
容も多いので、ぜひお申し込みください。

　大学で学び、仲間と出会
い、修了後は、仲間の活発な

ボランティア活動に触発され、現在、講演
会の企画や区教育委員会の「まなマルシェ」
での活動等に取り組んでいます。
　活動することによって、学ぶことや新た
な発見が楽しめ、大学での学びの場が自分
の知らないことに積極的に向き合う機会を
作ってくれたと感謝しています。

　学生時代に戻ったような環境に
身を置き授業に出席しました。区

民として、自分にできる事は何か等考えさせら
れる1年で、多岐にわたる講義や校外授業等は
楽しい思い出です。
　人生100年時代、これからどれだけの人や地
域のために、時間と労力を費やすことができる
か、生きがいにもつながると思います。心豊か
なシニア時代に彩りを添えられると思います。

高輪地区総合支所協働推進課地区政策担当� ☎5421－7123
問い合わせ

    チャレンジコミュニティ大学

入学式　4月13日（土）
受講期間　1年間（週1
回2時限（1時限90分）約
40日）
授業日　水曜または土
曜
受講定員　60人（選考）
費用　2万円（年間）
「申込みのしおり」配布
場所　各総合支所協働
推進課および各いきい
きプラザ等
申し込み期限　2月4日（月・午後5時必着）
申し込み方法　申込書と修了後の抱負（400字
程度）を明記の上、郵送または直接、〒108−
8581　高輪地区総合支所協働推進課地区政策
担当へ。

8期生
杉田　洋一さん

10期生
今泉　昌代さん

チャレンジコミュニティ大学修了生からのコメント
　明治学院大学の教授を中心とした講師陣による、講
義、校外授業、宿泊研修があります。
社会参加（福祉・行政）
　地域社会の現状や区の
行政課題等を学びます。
健康増進（スポーツ・健
康）
　実際に体を動かす実習
が中心です。
一般教養（経済・法律・
芸術等）
　身近な法律から音楽鑑
賞まで幅広く学びます。

　修了後は、大学の修了生が自主
的に運営している「チャレンジコ
ミュニティ・クラブ」（CCクラブ）
に登録し、さまざまなコミュニテ�
ィで活動していただきます。
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　全会員に関わる地域活動の企画
や運営、会報誌の発行の他、各個
人やグループ、地域単位でさまざ
まな団体との協働により活動して
います。詳しくは、CCクラブの
ホームページをご覧ください。

CCクラブの主な活動
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※�区はチャレンジコミュニティ大学の業務受託者であ
る明治学院大学に、受講者から申し込みの際に預か�
った個人情報を提供します。明治学院大学は港区個
人情報保護条例に基づき、区から提供された個人情
報を適切に取り扱い、本大学の運営目的以外には使
用しません。

※�特段の事情がある場合を除き、すでに受講した人は、
再申し込みできません。

チャレンジコミュニティ大学
港区・明治学院大学 連携

平成31年度
【第13期】

申込みのしおり

平成31年1月21日（月）～2月4日（月）申込期間

「申込みのしおり」表紙

大学で出会い、学び、地域
で活動するきっかけに

検索港区　CCクラブ

修了後の
活動について概　要

授業内容
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第⓭期生
を募集します
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期間　平成31年4月～平成33年3月
場所　区役所
人数　72人程度（初めての人優先、
年齢バランス等を考慮して抽選）
申し込み　参加申込書を作成の上、
郵送またはファックスで、2月22日
（金・必着）までに、企画課企画担当
（区役所4階）へ。港区ホームページ
からも申し込みできます。
参加申込書記入項目（書式自由）
①氏名（ふりがな）
②性別
③区内在住・在勤・在学の区分
④年代
⑤住所
⑥電話番号
⑦国籍（任意）

⑧過去のみなとタウンフォーラム参
加の有無
⑨希望するグループ　第1希望、第2
希望、第3希望
⑩参加動機（100字程度）　
⑪その他（保育希望、車椅子での参
加等）
その他　結果は、応募者全員にお知
らせします。
　報酬・交通費の支給はありません。
　みなとタウンフォーラムの進行お
よび資料は日本語となります。
無作為抽出による募集
　これまで区政に参加するきっかけ

が少なかった人にも参加していただ
く機会を設けるため、住民基本台帳
から無作為に選んだ18歳以上の1600
人に対し、個別にみなとタウンフォ�
ーラム参加者募集のお知らせを発送
しています。参加を希望する人は、
必要事項を明記の上、ご応募くださ
い。

港区基本計画とは
　港区基本構想に掲げる港区の将来像「やすらぎある世界都心・ＭＩＮＡ�
ＴＯ」の実現に向け、長期的展望に立って、区が取り組むべき目標や課
題、施策の概要を体系的に明らかにし、事業計画の道筋を年次的かつ具
体的に示したものです。
みなとタウンフォーラムとは
　港区基本計画の策定に向けて、港区に住み、働き、学ぶ皆さんが意見
を出し合い、区に提言を行う区民参画組織です。

　港区社会福祉協議会では、身近な
地域で車いすを借りられるよう、車
いすステーションを設置していま
す。
貸出対象
　使用者または借受者が区内在住
で、使用者は在宅で生活し、高齢、
障害、病気・けが等で一時的に車い
すを必要とする歩行困難な人。
※�要介護認定で「要介護2～5」と認定
されている人、または認定される
見込みのある人は介護保険の福祉
用具貸与をご利用ください。な
お、介護保険を申請し、福祉用具
貸与の車いすが届くまでの間等は
利用することもできます。
貸出期間および維持管理協力費
　表3のとおり
※�短期貸出の期間を超えた場合は、

一般貸出へと自動的に変更され、
維持管理協力費を負担していただ
きます。
※貸出期間は、最長で6カ月です。
※�使用者または借受者が港区社会福
祉協議会会員、使用者世帯が住民
税非課税世帯、生活保護受給世帯
の人については、維持管理協力費
が免除となります。
※�港区社会福祉協議会事務局でも車
いすの貸し出しを行っています。
車いすステーション一覧表（34カ所）
　表4のとおり

担当課　保健福祉課福祉活動支援係

　区では、次期基本計画の策定を平
成32年度に予定しています。この度、
次期基本計画に区民の皆さんの声を
最大限反映するため、みなとタウン
フォーラムを設置します。
　さまざまな世代の参加者により編
成された9つのグループに分かれて
区に提言を行います。参加者を募集
しますので、ぜひお申し込みくださ
い。
募集概要
検討テーマの例とグループのイメー
ジ　表1のとおり
スケジュール予定　表2のとおり
対象　18歳以上の区内在住・在勤・
在学者で、期間中継続して参加でき
る人

表3�貸出期間および維持管理協力費
短期貸出 一般貸出 延長貸出

貸出期間 7日以内 3カ月以内 3カ月以内
維持管理協力費 無料 1000円 500円

グループ テーマ
第1グループ 街づくり
第2グループ 防災・生活安全
第3グループ 環境・リサイクル
第4グループ 地域コミュニティ
第5グループ 国際化・文化
第6グループ 産業・観光
第7グループ 子育て・教育
第8グループ 生涯学習・スポーツ
第9グループ 福祉・保健

表1 �検討テーマの例とグループのイメージ
分野 検討テーマの例

かがやくまち 街づくり、防災、環境・リサイクル等
快適な暮らしを支える交通まちづくり
安全で安心して暮らせる都心づくり
人や生物にやさしい環境づくり

にぎわうまち 地域コミュニティ、国際化、産業、観光等
多様な地域コミュニティの活性化
国際性を生かした多文化共生社会の実現
港区の強みを生かした産業振興

はぐくむまち 教育、スポーツ、福祉・保健等
地域の特性を生かす学校教育
誰もがスポーツを楽しむことができる機会創出
高齢者のいきいきと充実した地域生活の促進

表2 �スケジュール（予定）
年月 内容

平成31年4～8月 事前学習 検討分野に関する知識を深めるため、事前学習として
施設見学等に参加します。

平成31年9月～
平成32年1月 グループ会議 ワークショップ形式で区政の課題や解決の方向性につ

いて議論し、提言としてまとめます。

平成32年3月 提言式 検討の成果を区長に提言します。

平成32年11月 素案報告会 港区基本計画(素案)について報告を受けます。

平成33年3月 アンケート 今後の活動に生かすためアンケートに回答します。

表4 �車いすステーション一覧表（34カ所）
車いすステーション名 所在地 電話番号

芝地区総合支所管内
1 東京ガスライフバルみなと 芝1−15−5 ☎5439−6491
2 芝新堀会館 芝2−10−8 ☎3451−6283
3 芝高齢者在宅サービスセンター 芝3−24−5 ☎5232−0848
4 清水薬局 芝大門2−3−15 ☎3431−0877�
5 新橋亭　新館 新橋2−4−2 ☎3580−2211
6 福祉プラザさくら川���� 新橋6−19−2 ☎3433−0180
7 虎ノ門高齢者在宅サービスセンター 虎ノ門1−21−10　3階 ☎3539−3710
麻布地区総合支所管内
8 南麻布高齢者在宅サービスセンター 南麻布1−5−26 ☎5232−9672
9 特別養護老人ホーム　麻布慶福苑 南麻布5−1−20 ☎3446−5501
10（有）豊洗舎 西麻布3−8−10 ☎3473−0626
11 特別養護老人ホーム　ベル 西麻布4−7−2 ☎3499−2823
12 麻布十番商店街振興組合 麻布十番2−3−10 ☎3451−5812
13 東麻布商店会 東麻布1−18−12 ☎3583−1906
赤坂地区総合支所管内
14 赤坂一・二丁目　福吉町会 赤坂2−19−5 ☎3583−6531
15 赤坂みすじ通り会 赤坂3−15−4　1階 ☎3583−2457
16 特別養護老人ホーム　サン・サン赤坂 赤坂6−6−14 ☎5561−7833
17（有）宮﨑米穀店 北青山1−5−11 ☎3401−5412
18 北青山高齢者在宅サービスセンター 北青山1−6−1 ☎5410−3410
19 やまぶきケア 南青山2−27−8−204 ☎6432−9321
高輪地区総合支所管内
20 豊岡いきいきプラザ 三田5−7−7 ☎3453−1591

21 あいはーと・みなと（精神障害者地域活動支援センター） 高輪1−4−8 ☎5798−4660

22（有）はなみずき 高輪2−15−31−204 ☎5792−5874
23 高輪親睦会内　安田自転車店 高輪3−3−6　 ☎3447−0769
24 ステップリハビリ・高輪 高輪3−6−23−101 ☎5449−2930
25 高輪いきいきプラザ 高輪3−18−15 ☎3449−1643
26 白金商店会 白金1−6−14 ☎3441−6434
27 白金いきいきプラザ 白金3−10−12 ☎3441−3680
28 みつ蛍 白金6−1−8 ☎6277−0821
29 白金台いきいきプラザ 白金台4−8−5 ☎3440−4627
芝浦港南地区総合支所管内
30 高齢者在宅サービスセンター　港南の郷 港南3−3−23 ☎3450−5571
31 すこやかの家みたて 港南4−5−3 ☎5783−5120
32 みなと工房 芝浦1−14−8−201 ☎3455−8140
33 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 芝浦4−20−1 ☎5443−7338
34 台場高齢者在宅サービスセンター 台場1−5−5 ☎5531−0520

港区社会福祉協議会ボランティア�
・地域活動支援係� ☎6230－0284

問い合わせ

〒105－8511　港区役所企画経営
部企画課企画担当
� ☎3578－2568　FAX3578－2034

送付先・問い合わせ

車いすステーションのご案内
車 い す 貸 出 事 業

みなとタウンフォーラム
参加者募集
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1月21日更新｢港区広報トピックス（30分番組）｣
内容 	食品ロス削減フォーラム、港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例に基づく表彰、区立
小学校紹介（高輪台小学校）　他　放送期間 	1月21日（月）〜31日（木）
J:COMチャンネル港・新宿（11ch）の他、港区ホームページ、YouTube、ちぃばす・お台場レインボーバス車内でもご覧いただけます。
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　受動喫煙による都民の健康への悪
影響を未然に防止するため、東京都
受動喫煙防止条例が制定されまし
た。次のとおり条例の一部が施行さ
れましたのでお知らせします。
一部施行日　1月1日
※�全面施行は、平成32年4月1日の予
定です。
主な施行内容
　条例の目的、受動喫煙による健康
への悪影響を未然に防止するための
都、都民、保護者に係る責務、喫煙
をする際の配慮義務等。
　詳しくは、東京都福祉保健局ホー
ムページ「とうきょう健康ステー
ション」
http://www.fukushihoken.metro.

tokyo.jp/
をご覧ください。

3Rサタデー「ワークショップ」
（1）廃食用油で「せっけん」をつくろ
う
　家庭で不用になった廃食用油を活
用して「せっけん」を作るワーク
ショップを行います。
対象
　小学生とその保護者
とき
　2月9日（土）午前10時～10時30分、
午前10時30分～11時
※各回同じ内容です。
定員
　各10人（申込順）
申し込み
　電話またはファックスで、1月21
日（月）午前9時30分から、エコプラ
ザへ。
※エコプラザホームページ
　�http://minato-ecoplaza.net/
　からも申し込めます。
（2）ふろしきの活用術
　区オリジナル「リユー助ふろしき」

を使い、日常生活での活用方法を学
びます。
対象
　どなたでも
とき
　2月9日（土）午前10時30分～正午
（時間内入退室自由）
定員
　30人（会場先着順）
（3）新聞紙で作る「その他再生可能紙
入れ袋」「防災スリッパ」
　「その他再生可能紙」を入れる袋
や、災害時に役立つ「防災スリッパ」
を新聞紙で製作します。
対象
　どなたでも
とき
　2月9日（土）午前10時30分～正午
（時間内入退室自由）
定員
　30人（会場先着順）
（4）ペットボトルでけん玉づくり
　ペットボトルとキャップをリユー
スして、楽しく遊べるけん玉を作り
ます。
対象
　小学生とその保護者
とき
　2月9日（土）午前10時30分～正午
（時間内入退室自由）

定員
　30人（会場先着順）
エコプラザで実施する「フードドラ
イブ」
　家庭で余っている食料品をエコプ
ラザにお持ちください。集めた食料
品は「フードバンク」に寄付をしま
す。
とき
　2月9日（土）午前11時～午後1時
集める食品の条件
◦包装や外装が破損していないもの
◦生鮮食料品以外のもの
◦未開封のもの
◦賞味期限、消費期限が1カ月以上
先のもの
次の食品が特に喜ばれます
◦米（白米）・パスタ
◦食用油、醤油、味噌、砂糖等の調
味料
◦インスタント・レトルト食品
◦肉、魚、野菜、果物等の缶詰
◦コーヒー、茶等の嗜好品

　3R（リデュース・リユース・リサ
イクル）について楽しく学べる「みな
とごみ0

ゼロ

ハッピー大作戦！」を開催し
ます。ぜひご来場ください。
ところ
　エコプラザ
3Rパネル展示会
　区内で3Rに取り組む企業や団体
が、パネル等を使って3R活動等を
PRします。
とき
　2月2日（土）～11日（月・祝）午前9
時30分～午後8時
ごみ減量優良事業者等表彰・みなと
エコショップ表彰・優良集積所等表
彰式
　ごみ減量に顕著な実績や、優れた
取り組みを行っている事業者、小売
店、集積所を管理する団体を表彰し
ます。
とき
　2月7日（木）午後2時～3時

　新聞・雑誌・段ボール・紙パック以外の紙類である「雑
ざつ

紙
が み

」
は、2月1日（金）から、名称を「その他再生可能紙」に変更し、紙
袋に入れて出せるよう出し方を変更します。
「その他再生可能紙」の出し方
◦紙袋に入れて出す。※変更によって新たに追加する出し方
◦雑誌等にはさみ、ひもで束ねる。
「その他再生可能紙」の資源化促進について
　皆さんのご協力により、平成29年度の港区の資源化率は29.6
パーセントで、東京23区の中で最も高い資源化率でした。しか
し、家庭から出るごみの中には、まだまだ資源が多く混ざって
います。
　特に紙類の混入が目立ち、その中でも「その他再生可能紙」が
最も多く可燃ごみに混入しています。リサイクルできる古紙が
焼却されてしまうことのないよう、「その他再生可能紙」の資源
化促進にご協力をお願いします。

東京都福祉保健局「東京都受動喫
煙防止条例」に関する問い合わせ
専用電話�（受付時間：祝日、年末
年始を除く月～金曜午前9時～午
後5時45分）� ☎0570－069690
健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

みなとリサイクル清掃事務所ごみ
減量推進係� ☎3450－8025
○廃食用油で「せっけん」をつくろ
う、フードドライブについて
エコプラザ
� ☎5404－7764　FAX5404－7765

みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量推進係� ☎3450－8025

その他再生可能紙

窓付き封筒のビニール部分は
取り除く

紙以外の部分は取り除く ビニール部分は取り除く

圧着はがきは可燃ごみへビニール部分は取り除く

菓子箱・おもちゃの箱 はがき

封筒

ティッシュの箱

トイレットペーパー・ラップの芯
メモ用紙・コピー用紙

包装紙

カレンダー

ピザの箱
使い終わった

ティッシュペーパー 洗剤の箱

シュレッダーくず

洗濯洗剤
洗濯洗剤

清
酒
清
酒

P i z z aP i z z a

リサイクルできない紙類
加工してある紙

汚れや匂いのついた紙

植物以外の素材が
含まれる紙

シュレッダーくず

この他、写真・アイロンプリント紙・発泡紙・
ウエットティッシュ・キッチンペーパー・クッキングシート等

セロハン紙・紙おむつ・
生理用品・不織布（マスク等）・
ビニールのついたティッシュの
箱や封筒等

ビニールや
アルミコーティング

された紙

防水加工
された紙

感熱紙

カーボン紙
ノーカーボン紙

糊のついた紙
（圧着はがき等）

みんなで3R（リデュース・リユース・リサイクル）

東京都受動喫煙防止条例
二次元コード

みなとごみ� 大作戦！ハッピ～
ゼ ロ

東京都受動喫煙防止条例の
一部施行について

「その他再生可能紙」の
資源化にご協力をお願いします

港区役所本庁舎内に夜間
・休日等に立ち入る場合、
手続きが必要です

　セキュリティ対策強化のため、港区役所本庁舎に立ち入る場合、本庁舎1階の宿直室で手続きが必要です。手続
きが必要な時間帯は次のとおりです。ご理解のほどよろしくお願いします。
●平日：夜間～早朝（午後8時30分～翌日午前7時45分）
●土・日曜、祝日、年末年始：終日

問い合わせ
契約管財課庁舎改修工事担当
☎3578－2275

東京都受動喫煙防止条例 検索

ています。
　区内には、数多くの国・都・区指
定の文化財が大切に保存、保護され
ています。
　これらの文化財を火災から守るた
めには、日頃からの防火訓練が大切
です。また、文化財の周辺でのたき
火、喫煙はしないように、周辺には
ごみや紙くず等を捨てないように注
意してください。
　文化財は、歴史・文化を正しく理
解する上で欠かすことのできない国
民共有の貴重な財産です。さまざま
な災害から文化財を守り、歴史的遺
産を大切に保護し後世に伝えていく
ことは私たちの責任です。
　区民の皆さんも、身近にある文化
財の保護にご理解とご協力をお願い
します。

　昭和24年1月26日、世界最古の木
造建築である法隆寺金堂が炎上し、
壁画の大半が焼失するという事件が
起こりました。この事件は、国民に
強い衝撃を与え、国内だけではなく
国外にも報道され、大きな波紋を広
げました。
　この出来事を契機に、文化財を守
り継承していくことの重要性が認識
されました。このような悲劇が再び
繰り返されないことを願って、文化
庁および消防庁では、毎年1月26日
を「文化財
防火デー」
として定め、
全国的に文
化財を火災
から守る運
動を実施し

図書文化財課文化財係
� ☎6450－2869

1月26日は「文化財防火デー」

増上寺での消防演習

文化財を大切に
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 麻布未来写真館
パネル展を開催します

「地形から見たあざぶの魅力」

麻布地区地域事業

麻布地区地域事業

対象
　どなたでも
とき
　3月3日（日）午前10時～正午
ところ
　麻布区民センター区民ホール
定員
　100人（申込順）※保育あり（4カ月
～就学前、3人。申込時にお申し出く
ださい）
講師
　皆川　典久さん（東京スリバチ学

　麻布地区の魅力を知り、地域への
愛着を育んでいただくことを目的と
した講演会を開催します。
　麻布の地形に着目し、まちの歴史
や成り立ちについてご紹介します。
また、これまで麻布地区の歴史・文
化等について、研究活動やまち歩き
を通して知識を深めてきた、地域の
皆さん（あざぶ達人ラボメンバー）と
のパネルディスカッションも行いま
す。この機会に、まだ知られていない
麻布の魅力を再発見してみませんか。

　本人だけでなく、周囲の人にまで影響を及ぼす薬物の乱用は、深刻な社会問題となっ
ています。
　「薬物乱用防止を強く訴える」ポスター・標語を区内在学の中学生から募集したとこ
ろ、ポスター215作品、標語1042作品と多数の応募がありました。選考の結果、15作品
が入賞し、10月24日、区長室で表彰式を行いました（■表2・3のとおり）。地区優秀賞の5
作品は、東京都に推薦し、そのうち標語の2作品が入賞しました。
　入賞作品は、1月26日（土）～2月3日（日）に、みなとパーク芝浦1階喫茶前広場で展示し
ます。

　麻布地区総合支所では、麻布
のまちの変化を保存する取り組
みとして、地区内の企業や学校
等の協力のもと、区民とともに
麻布の昔の写真収集やまち歩き
を行い、パネル展開催の準備を
進めてきました。
　このたび、今と昔の麻布のま
ちの比較写真等のパネル展を、
区内各施設で開催します（■表1
のとおり）。
表1 パネル展の会場・日程

ところ とき
フジフイルムスクエア
（赤坂9−7−3　東京ミッドタウン1階）

2月15日（金）～28日（木）午前10時～午後7時
※最終日は午後4時まで

麻布地区総合支所1階ロビー
（六本木5−16−45）

2月18日（月）～28日（木）午前9時～午後5時
※最終日は午後4時まで

生活衛生課医務・薬事係
� ☎6400－0044

平成30年度のパネル展の様子（麻布図書館）

麻布地区総合支所協働推進課地区政策担当� ☎5114－8812問い合わせ

麻布地区総合支所協働推進課地区
政策担当� ☎5114－8812

▶▶▶東京都薬物乱用防止推進港区協議会主催◀◀◀

薬物乱用防止ポスター・
標語コンクール

港陽中学校3年　
安保　賛さんの作品

三田中学校2年　
桑原　菜々実さんの作品

はり・マッサージサービス
対65歳以上の区民
時2月26・27日（火・水）
所麻布いきいきプラザ
人60人（申込順）
費用　1000円（利用料）
申電話で、1月30日（水）午後5時ま
でに、麻布いきいきプラザへ。
� ☎3408－7888

パソコンステップアップ講座
　インターネットの画像検索を習
得し、オリジナルのはがきを作り
ます。
対60歳以上の区民
時2月2日～3月23日（毎週土曜・全
8回）午前10時～11時30分
所赤坂いきいきプラザ
人10人（抽選）
費用　2000円（テキスト代）
申電話または直接、1月28日（月）
までに、赤坂いきいきプラザへ。
� ☎3583－1207

行政書士と相続診断士による成
年後見制度とエンディングノー
ト活用法
対60歳以上の区民
時2月19日（火）午後1時30分～3時
所高輪いきいきプラザ
人15人（抽選）
申電話または直接、2月10日（日）
までに、高輪いきいきプラザへ。
� ☎3449－1643

みんなとオレンジカフェ
　認知症の人やその家族が気軽に
相談や交流のできる場です。
対どなたでも
時（1）1月23日（水）（2）2月6日（水）�
（3）2月13日（水）（4）2月15日（金）
（5）2月16日（土）（6）2月20日（水）い
ずれも午前10時～午後4時※（5）の
み午後1時30分～3時30分
所（1）みなと保健所（2）介護予防総
合センター（みなとパーク芝浦2
階）（3）ありすいきいきプラザ（4）
高輪区民センター（5）芝浦アイラ
ンド児童高齢者交流プラザ（6）赤
坂区民センター
費用　各200円（飲み物代）
申当日直接会場へ。
問高齢者支援課高齢者相談支援係
� ☎3578－2409

会会長）
内容
　大地の起伏には
なんらかの意味が
隠されています。
麻布地区は、見て
楽しい、歩いて楽
しい地形の宝庫で
す。坂道やくぼ地は、歴史や文化と
も深い関係があります。
　今回は、講師の長年の研究成果を
中心に、地形の読み解き方、楽しみ

表3 ポスターの部(敬称略)
賞 氏名 中学校名・学年

地区
優秀賞

安保　賛 港陽中学校 3年
桑原　菜々実 三田中学校 2年

佳作

今井　悠介 赤坂中学校 2年
太田　伶 赤坂中学校 2年
小野　瑠奈 港陽中学校 3年
阪村　美桜 港南中学校 2年
横山　知怜 赤坂中学校 2年

表2 標語の部(敬称略)
賞 氏名 中学校名・学年

地区
優秀賞

佐藤　玲奈 山脇学園中学校 2年
福長　和葉 赤坂中学校 3年
谷治　由菜 山脇学園中学校 2年

佳作

小澤　優太 港南中学校 1年
高橋　明希 麻布中学校 2年
長澤　虹心 山脇学園中学校 2年
中野　美嘉 白金の丘中学校 2年
羽鳥　美雪 港南中学校 3年

ポスターの部　地区優秀賞

標語の部　地区優秀賞
山脇学園中学校2年　佐藤　玲奈さんの作品

「ダメ、絶対。｣　それが私の盾になる。

赤坂中学校3年　福長　和葉さんの作品

周り見て！　薬物よりも　頼れる仲間

山脇学園中学校2年　谷治　由菜さんの作品

薬物に　おためし期間は　ありません

参加者
募集

講演会

方等、スライドを使いながら分かり
やすく解説します。
申し込み
　電話で、1月28日（月）～2月22日
（金）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は午後3時）～午後5時）
へ。� ☎5472－3710

皆川　典久さん

東京都選考「優秀賞」※

東京都選考「優良賞」※

※2作品は東京都選考入選作品　承認番号30福保健薬　第3852号

平成３０年度
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　老人クラブは、地域の高齢者（お
おむね60歳以上）で構成された会
員数30人以上の団体です。いきが
いと健康づくりを目的として、会
員相互の親睦を深め、健康を増進
する活動、いきがいを高める活
動、さらに社会奉仕活動等を、い
きいきプラザ等で行っています。
老人クラブに加入して、地域で新
たな「輪」を広げてみませんか。
費用
　年額500円～2500円程度で、老
人クラブごとに会費が定められて
います。

　東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会のトライアスロ
ンコースとなっているお台場を水
陸両用バス「TOKYO�NO�KABA」
で巡り、トライアスロン競技の楽
しみ方やスポーツボランティアに
ついて学びながら交流しましょ
う。
対象　60歳以上の男性区民
とき　2月22日（金）午後2時～4時
30分頃
集合場所　アクアシティお台場1
階海側バスのりば費用

　無料
申し込み
　往復はがき（1人1枚まで。ただ
し、ともに60歳以上の夫婦の応募
は、2人1組で1枚まで）に、（1）「ミ�
ュージアム巡り参加希望」（2）住所
（3）氏名（ふりがな）（4）年齢（5）電
話番号（夫婦で応募の場合は2人と
も（3）（4）を明記）を明記の上、1月
31日（木・必着）までに、〒107－
0062南青山2－16－5　青山いきい
きプラザへ。抽選結果は、2月12
日（火）までに、申込者全員に返信
はがきで通知します。

担当課　高齢者支援課高齢者福祉
係

　参加者同士の交流を深めなが
ら、いきいきと健康的に文化・芸
術に接するきっかけづくりとして、
身近な区内のミュージアムを巡る
ツアーを開催します。
　今回は、郷土歴史館の常設展を
見学します。現地で集合し、その
後、施設職員のガイド付きで展示
を鑑賞します。鑑賞後は自由解散
です。
対象
　60歳以上の区民
※付き添いなしで歩ける人
とき
　2月20日（水）午後2時～3時頃
ところ
　郷土歴史館
定員
　20人（抽選）
服装
　歩きやすい靴・服装で参加して
ください

障害者のための料理教室「簡単　
楽しいデコレーションクッキー
作り」
対18歳以上で、身体障害者手帳、
愛の手帳、精神障害者保健福祉手
帳のいずれかを所持、難病により
障害支援区分認定を受けた区民
時2月14日（木）午前10時30分～午
後0時30分
所障害保健福祉センター
人8人（抽選）
費用　400円程度（食材費）
申電話またはファックスで、2月4

にリラクゼーションを図ります。
◦運動習慣を身に付け、生活習慣
の改善をめざします。
サービス提供時間
　2時間程度
利用期間
　障害者総合支援法の定めによ
り、18カ月（標準利用期間）
利用料金
　利用する本人または家族の収入
等、経済状況に応じ、一部負担金
が発生する場合があります。
その他
◦障害の状況により、サービスの
利用が制限されるプログラムがあ
ります。
◦公共交通機関の利用が困難な人

自立・社会参加プログラム
◦生活のリズムを整え、社会参加
に向けた体力、持久力等の向上を
めざします。
◦生活手段を工夫し、対処方法を
身に付け、自己管理能力を高めま
す。
◦社会復帰に向けた準備や、社会
生活力を高めます。
生活・基礎プログラム
◦基本的な生活動作やコミュニ
ケーション能力を高め、在宅生活
の安定をめざします。
◦日中活動に参加する体力をつ
け、諸活動を通して、社会参加経
験を積みます。
◦サービス調整や環境調整、介護
者支援等を行います。
コミュニケーションプログラム
◦集団活動を通して、社会的コミ�
ュニケーション能力を高めます。
◦自立、社会参加に必要なコミュ
ニケーションの代替手段を身に付
けます。
水中プログラム
◦水の特性を生かし、身体を動か
すことの楽しさを感じ、心身とも

　自立訓練（機能訓練）とは、障害
者総合支援法に基づき、地域生活
において自立した日常生活や社会
生活が営めるよう、身体機能や生
活能力向上のために必要な支援を
一定期間行うことです。その人ら
しい自立と社会参加を支援しま
す。
対象
　身体障害者手帳を持ち、次の条
件のいずれかに該当する18歳以上
の区民
（1）医療機関退院後や施設退所後
で、機能訓練が必要な人
（2）本人に訓練意欲があり、集団
訓練に適応できる人
※�自立訓練（機能訓練）の利用に
は、「障害福祉サービス受給者
証（訓練等給付費支給決定）」が
必要です。
プログラム・支援内容
　利用する人の状況に合わせて、
個別支援計画を作成します。
　計画に基づき、個々の状況に合
わせた次のプログラムに参加しな
がら、自立と社会参加をめざしま
す。

障害保健福祉センター
�☎5439－2511　FAX5439－2514

日（月）までに、障害保健福祉セン
ターへ。申し込みの際、身体状況
の確認をすることがあります。手
話通訳・介護者が必要な人は、ご
相談ください。また、一般の交通
機関の利用が困難な人は、巡回送
迎バスを利用できます。
� ☎5439－2511　FAX5439－2514

は、巡回送迎バス（バスポイント
方式）を利用できます。
◦退院直後等、必要に応じて理学
療法士・作業療法士・言語聴覚士
等による専門相談を行っています
ので、お問い合わせください。
申し込み
　詳しくは、障害保健福祉セン
ターにお問い合わせください。事
業の説明および身体状況の確認等
を行います。
　申し込みには、自立訓練所定の
申請書類が必要です。

ミュージアム巡り
いきいき

郷土歴史館見学

青山いきいきプラザ
� ☎3403－2011

郷土歴史館

男性の地域コミュニティ
参加へのきっかけづくり

老人クラブ加入のご案内

地域で新たな「輪」を広げてみませんか

各総合支所協働推進課協働推進
係� ☎欄外参照
保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2379

◆各総合支所協働推進課協働推進係◆　芝地区☎3578－3123　麻布地区☎5114－8802　赤坂地区☎5413－7272　高輪地区☎5421－7621　芝浦港南地区☎6400－0031
◆各高齢者相談センター◆　芝地区（芝）☎5232－0840　麻布地区（南麻布）☎3453－8032　赤坂地区（北青山）☎5410－3415　高輪地区（白金の森）☎3449－9669　
芝浦港南地区（港南の郷）☎3450－5905

会：2月21日（木）午後2時～3時30
分（5）芝浦港南地区「かいごカ
フェ」：2月8日（金）午後2時～3時
30分
所（1）芝地区高齢者相談センター
（2）麻布地区高齢者相談センター
（3）赤坂地区高齢者相談センター
（4）白金台いきいきプラザ（5）芝浦
港南地区高齢者相談センター
申当日直接会場へ。
問各高齢者相談センター
� ☎欄外参照
担高齢者支援課高齢者相談支援係

介護家族の会に参加しませんか
　お互いの介護についての悩みや
不安等を、安心して話し、交流で
きる場です。ぜひご利用ください。
対家族を介護している人、介護経
験のある人どなたでも
時（1）芝地区介護家族の会：2月19
日（火）午後1時30分～3時（2）南麻
布ホッと・ネット：1月24日（木）
午後1時30分～3時30分（3）北青山
「絆の会」：1月25日（金）午後2時～
4時（4）高輪地区みんなで語ろう

定員　30人（申込順）
講師　関口　秀之さん（港区トラ
イアスロン連合理事長）
費用　無料
申し込み　電話で、氏名･住所･年
齢･電話番号を、1月22日（火）～2
月1日（金）に、みなとコール（受付
時間：午前9時（初日は午後3時）～
午後5時）へ。� ☎5472－3710

申し込み
　お住まいの地域で、加入できる
老人クラブを紹介しています。
　加入を希望する人は、各総合支
所協働推進課協働推進係へ各老人
クラブの連絡先をお問い合わせの
上、直接お申し込みください。

自立訓練（機能訓練）のご案内

水陸両用バス「TOKYO NO KABA」

高齢者支援課高齢者福祉係
� ☎3578－2395

に乗って考えよう
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　港・品川・目黒・大田・世田谷の
5区が共同して、火葬場と葬儀式場
を併設した臨海斎場を設置していま
す。通夜・告別式・火葬を行うこと
ができます。詳しくは、パンフレッ
トをご覧ください。
対象　どなたでも
利用時間・使用料　表6のとおり
所在地　大田区東海1－3－1
交通
◦ＪＲ大森駅または京浜急行線大森
海岸駅から京急バス（大田スタジア
ム行）終点「大田スタジアム」下車徒
歩約1分

対象　どなたでも
とき・内容　表5のとおり
ところ　がん在宅緩和ケア支援セン
ター講習室

定員　各50人（申込順）
費用　無料
申し込み　電話またはファックス
で、氏名・電話番号・参加日を、各
講演会の前日午後1時までに、がん
在宅緩和ケア支援センター（受付時
間：月～金曜午前10時～午後8時、
土曜午前10時～午後5時）へ。詳しく
は、がん在宅緩和ケア支援センター
ホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/

をご覧ください。

◦東京モノレール「流通センター」駅
下車徒歩約10分
利用できない期間
通夜　2月4～6日（月～水）
告別式・火葬　2月5～7日（火～木）
パンフレットの配布場所
　地域振興課（区役所3階）、各総合
支所区民課で配布しています。

担当課　健康推進課地域保健係

担当課　地域振興課地域振興係

　現在日本では、2人に1人ががんに
かかると言われており、がんは誰に
とっても身近な病気となっていま
す。最近では、早期発見や医療の進
歩により、がんと診断されてからの
生存期間が大きく延びてきました。
住み慣れた地域でがんと向き合い、
自分らしい生活を送ることができる
ように、がん在宅緩和ケア支援セン
ターでは、がんに関連する最新の運
動療法の効果と治療に関する情報、
および緩和ケア等に関して専門医師
による講演会を開催します。

　「中学生の税についての作文」・「税の標語」は、
次代を担う中学生の税に対する正しい知識の普及
啓発を目的として、全国納税貯蓄組合連合会およ
び全国間税会ならびに国税庁主催で毎年実施され
ています。優秀作品を各関係団体で表彰してお
り、税を通じて社会に対する認識を深めてもらう
機会のひとつとして、区では区長賞を、区教育委
員会では教育委員会賞を授与しています。
　また、法人会主催の「税の絵はがき」コンクール
の小学生優秀作品にも、区長賞と教育委員会賞を
授与しています。毎年、多くの応募がありますが、
平成30年度は、表2〜4の皆さんが受賞しました。

　「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防
止に関する条例」に基づき、区長が表彰を行いま
した。
　平成30年度から「環境美化表彰」に加え、みなと
タバコルールを守り、ルールを広めるために特色
ある取り組みを実践する事業者を表彰する「みな
とタバコルール賞（金賞・銀賞・銅賞）」を新設し

ました。
　平成30年度は、表1の町会・事業者の皆さんが
受賞しました。

環境課環境政策係� ☎3578－2506

税務課税務係� ☎3578－2586

がん在宅緩和ケア支援センター
（月～金曜午前10時～午後8時、土
曜午前10時～午後5時）
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

臨海斎場（受付時間：午前8時30分
～午後5時）� ☎5755－2833

環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に
貢献した団体を表彰しました 「中学生の税についての作文」と

「税の標語」・小学生「税の絵はがき」
の表彰式を開催しました

表6 �利用時間・使用料等
区分 利用時間 組織区内　使用料 組織区外　使用料

火葬炉
午前9時～午後6時

火葬開始時間は午後4時が
最終です。

12歳以上：4万円
12歳未満：2万4400円

12歳以上：8万円
12歳未満：4万8800円

火葬待合室 火葬時間内 2万円（1室） 6万円（1室）
葬儀式場 午後2時～翌日午後1時 5万6000円（1室） 17万円（1室）
遺族等控室 午後4時～翌日午後3時 1万4000円（1室） 4万2000円（1室）
会葬者控室 午後5時～翌日午後4時 3万円（1室） 9万円（1室）

�柩
ひつぎ

保管施設
24時間単位

（24時間に満たないときは
24時間とします）

3000円 1万円

※組織区とは、港・品川・目黒・大田・世田谷の5区をいいます。
※次の場合は太枠線内の料金で利用できます。
（1）死亡時に港・品川・目黒・大田・世田谷の区域内に住所を有していた人の火葬また
は葬儀もしくは柩保管を行う場合
（2）火葬または葬儀を主宰する人（二親等以内の親族に限る）が、上記（1）の区域内に住所
を有する場合
※収骨容器は無料で提供します。骨壺、風呂敷、桐箱、覆いを含み、名入れをします。

表5 �開催日時・内容等
日時 講習名 講師

第1回 2月7日（木）　
午後6時30分～8時 乳がんの治療と運動療法

野木�裕子さん
（東京慈恵会医科大学�外科学講座　乳腺内分泌外
科分野　准教授）

第2回 3月28日（木）
午後6時30分～8時

消化器がんにおける抗がん剤治療について
～今できるベストを見つけるために～

澤田�亮一さん
（東京慈恵会医科大学�消化器肝臓内科　助教）

第3回 4月17日（水）
午後6時30分～8時

がんが治らないとき
いつ・何をすると、自分らしく過ごせるのか

小野沢�滋さん
（みその生活支援クリニック　院長）

表2 �中学生税の作文(敬称略)
賞 学校名 学年 氏名

区長賞 港南中学校 3 上原　かなめ
高陵中学校 3 照屋　風馬

教育委員会賞 高松中学校 3 大脇　映佳
六本木中学校 3 清水　朋

表3 �中学生税の標語(敬称略)
賞 学校名 学年 氏名

区長賞 港陽中学校 3 由本　佳穂
赤坂中学校 3 石橋　里奈

教育委員会賞 高松中学校 3 須﨑　姫名
六本木中学校 3 上野　七海

表4 �小学生税の絵はがき(敬称略)
賞 学校名 学年 氏名

区長賞 白金の丘小学校 4 鶴川　輝らら
青南小学校 5 宮澤　美桜

教育委員会賞 御田小学校 5 下田　凛央
笄小学校 6 市村　かれん

表1�受賞団体等の名称および受賞理由（敬称略）
受賞名 受賞団体等の名称 受賞理由

環境美化
表彰

新橋一丁目
東部町会

隣接区の町会と連名で国土交通省関東地方整備局東京国道事務所と協定を締結し、国道
や区道・ミニパークが新橋・銀座という東京の表玄関に相応しい道路・公園になるよう
他団体とつながりを持ち、広域的な環境美化活動を行っていることを評価しました。

み
な
と
タ
バ
コ
ル
ー
ル
賞

金賞 サンブリヂ
ビルテクノ(株)

管理物件周囲のポイ捨ての多い歩道や車道への「路上喫煙禁止」路面ステッカーの設置
や、社員・清掃スタッフがみなとタバコルールワッペンを付けて毎月クリーンパトロー
ルに参加する等、喫煙マナーの周知・環境美化に対して貢献している点を評価しまし
た。

銀賞 港シビル(株)
啓発品配布を通じた社内啓発の実施や、みなとタバコルールワッペンを付けての活動を
評価しました。また、三田警察署が行う春や秋の交通安全週間期間に合わせて、清掃活
動日を変更する等、地域全体への啓発活動になるように工夫している点も評価しまし
た。

銅賞

東京
日本語センター

授業の中に喫煙マナーやルールについての内容を盛り込み、学生への啓発活動を行う
他、周辺で清掃活動を行うことで地域の喫煙マナー向上を図っていることを評価しまし
た。また、ポスター掲示や、受動喫煙に配慮し、喫煙スペースを撤去する等、積極的に
活動している点も評価しました。

社会保険労務士
法人東京労務

敷地内全面禁煙や所員へのたばこについてのアンケートの実施・みなとタバコルールの
周知活動を行っていることを評価しました。また、所内のみの活動だけでなく業界団体
の会合でみなとタバコルールの周知や、他の企業へみなとタバコルールを広めていこう
という姿勢も評価しました。

環
境
美
化
表
彰

み
な
と
タ
バ
コ
ル
ー
ル
賞

臨海斎場のご案内

住み慣れた地域でいつまでも自分らしく

ういケアみなと 講演会のお知らせ

平成30年度
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　1月1日号の新春クロスワードパズルに多
数の応募をいただき、ありがとうございま
した。厳正な抽選を行い、当選者には図書
カード1000円分をお送りします（当選者の
発表は図書カードの発送をもって代えさせ
ていただきます）。

【ヨコのカギ】
1 平成5年に開通した橋の名称は？
2 �平成17年に区立芝公園に設置されたモニ�
ュメントの名称は？

【タテのカギ】
3 �平成11年に開設した工場は、港●●●●工場。
4 �平成16年に運行を開始したコミュニティバス
の名称は●●バス。
5 平成30年に開設した複合施設の名称は？

　地域での日常生活を充実させる
ために、少人数のグループに分か
れ、プールや外出等のレクリエー
ションを行います。
　詳しくは、お問い合わせくださ
い。
対象
　心身に障害のある、またはその
傾向にある区内在住の小学生
とき
　4月～平成32年3月（水・年16回
程度）午後3時30分～4時45分

ところ
　障害保健福祉センター2階こど
も療育パオ
定員
　おおむね15人（抽選）
申し込み
　直接、2月20日（水）までに、障害保
健福祉センターこども療育パオへ。

人10組（抽選）
申郵送・ファックスまたは直接、
2月5日（火）までに、参加申込書に
住所・氏名・年齢・電話番号を明
記の上、〒106－8515　麻布地区
総合支所まちづくり課まちづくり
係へ。参加申込書は、港区ホーム
ページからダウンロードできま
す。�☎5114－8815　FAX3585－3276

戸板女子短期大学との官学連携
事業「親子向けエコ料理教室」を
開催します
　港区3R推進行動会議では、家
庭で手軽にできる生ごみの減量方
法を広めるために、「親子向けエ
コ料理教室」を開催します。戸板
女子短期大学食物栄養科と連携
し、賞味期限の近づいた災害備蓄
食糧をおいしく食べるための調理
方法を学びます。
対区内在住の小学生とその保護者
時2月17日（日）午後1時30分～4時
30分
所戸板女子短期大学（芝2－21－
17）
人12組24人（抽選）
費用　300円（材料費1人当たり）
申電話またはファックスで、2月1
日（金）までに、住所・氏名・電話
番号・ファックス番号を、みなと
リサイクル清掃事務所ごみ減量推
進係へ。
� ☎3450－8025　FAX3450－8063

平成31年4月に区立小・中学校
に入学予定の皆さんへ「就学通
知書」は届いていますか
　就学通知書は学校へ提出するも
のなので、大切に保管してくださ
い。まだ届いていない場合や紛失
した場合は、お問い合わせくださ
い。
対（1）小学校新1年生：平成24年4
月2日～平成25年4月1日生まれ
（2）中学校新1年生：平成18年4月2
日～平成19年4月1日生まれ※国
立、都立、私立小・中学校等へ入
学する人は、入学校の入学承諾書
（許可書）を提出してください。ま
た、（1）（2）に該当し、区立小・中
学校への入学を希望する外国籍の
人で、手続きがまだ済んでいない
場合は、お問い合わせください。
問学務課学校運営支援係
� ☎3578－2726～9

所高輪子ども中高生プラザ
申当日直接会場へ。
ほっとひといき子育てサロン
対高輪地区在住の1歳未満のお子
さんとその保護者
時2月19日（火）午後1時30分～3時
（受付時間：午後1時15分～1時30
分）
所明治学院大学社会学部付属研究
所（白金台1－2－37）
内産後のストレッチ、情報交換
人15人（会場先着順）
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル、フェイスタオル
申当日直接会場へ。
問高輪地区総合支所区民課保健福
祉係� ☎5421－7085

ACTすこやか子育て講座
　親自身と子どもの「感情」を理解
して、より楽しく子育てするきっ
かけを見つける講座です。※ACT
とは、アメリカ心理学発祥の育児
支援プログラムです。
対0～8歳のお子さんのいる区民
で、全ての回に参加できる人
時2月14日～3月28日（3月21日を除
く毎週木曜・全6回）午前10時～正
午
所みなと保健所　
人12人（抽選）※保育あり（4カ月～
就学前、12人。申込時にお申し出
ください）
費用　500円（資料代）
申電話で、1月22日（火）～29日
（火）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は午後2時）～午後5
時）へ。※抽選結果は、2月7日
（木）発送予定� ☎5472－3710
担子ども家庭支援センター子育て
支援係

なかよし会
　ダウン症児とその保護者の会で
す。交流や情報交換を行います。
対区内在住のダウン症児とその保
護者
時2月13日（水）午前10時～11時30
分
所みなと保健所3階多目的室
申電話で、健康推進課地域保健係
へ。� ☎6400－0084

みんなでエコっとプロジェクト
「公園の自然物を使って鳥の巣
をモチーフにしたインテリアを
作ってみよう」
対区内在住の3歳以上のお子さん
とその保護者
時2月17日（日）午前10時～正午
所有栖川宮記念公園他

時2月4日（月）午前9時30分～11時
30分（受付時間：午前10時15分まで）
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

すくすく育児相談
　身長・体重測定と発達・発育・
栄養・歯の衛生・心理・言葉・育
児等の相談ができます。
対区民で、乳幼児とその保護者
時2月6日（水）相談受付時間：午後
1時～2時
所みなと保健所
持ち物　母子健康手帳
申当日直接会場へ。
問健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084

2月の高輪ほっとひといき子育
て支援事業
子育て相談
　保健師・助産師・管理栄養士に
よる育児相談です。お子さんの計
測もできます。また、育児につい
てのグループトークも行います。
対高輪地区在住の乳幼児とその保
護者
（1）ほっとひといき子育て相談
時・所①白金台児童館：2月5日
（火）②豊岡児童館：2月7日（木）③
高輪児童館：2月21日（木）④高輪子
ども中高生プラザ：2月5日（火）・7
日（木）・21日（木）①～③午前10時
30分～11時30分④午後2時～4時
申当日直接会場へ。
（2）ぱぱまま育児相談
時2月16日（土）相談受付時間：午
後1時～3時、グループトーク：午
後3時～3時30分

母子メンタルへルス相談
　妊娠・出産・育児期の女性が抱
える心の問題に対して、専門の医
師が相談に応じます。
対区民で妊娠中・育児中の母親と
その家族※保育あり（申込時にお
申し出ください）
時2月8日（金）・25日（月）いずれも
午後2時～4時
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉
係へ。� ☎欄外参照

子育て支援講座「ふたりは同時
に親になるの著者に聞く～パパ
とママの現在地と笑顔で一緒に
育児のコツ～」
対乳幼児を子育て中の人、または
妊婦とそのパートナー（1人での参
加も可）
時2月23日（土）午後2時～4時
所男女平等参画センター（みなと
パーク芝浦2階）
人20人（申込順）※保育あり（1歳～
就学前、6人程度。2月7日（木）まで
に、申込時にお申し出ください）
※0歳児は同伴可。※詳しくは、男
女平等参画センターホームページ
http://www.minatolibra.jp
をご覧ください。
申電話または直接、男女平等参画
センターへ。男女平等参画セン
ターホームページからも申し込め
ます。� ☎3456－4149

のんびりサロン
対区民で、平成30年10月～平成31
年1月生まれのお子さんとその保
護者※1カ月児健診後にご参加く
ださい。

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022

答え
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障害保健福祉センターこども療
育パオ� ☎5439－8055

学齢児グループ活動の
利用者募集

平成
31年度
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https://minato.kodomosoudan.net/

子どもだけの
相談ネット
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夜間対応当番薬局（毎日）　対応時間：午後8時～午前0時� ☎090−3690−3102

港区休日くすり何でもテレホン　対応時間：午前9時～午後2時　※薬局の電話がかかりにくい場合は、☎090−9378−7915

1月27日（日） オバタ薬局 麻布十番1−7−11 3401−8717

薬の相談　※日中、夜間とも区内在住者に限ります。

電話
相談

小児救急
電話相談

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）

午後6時～11時
土・日曜、祝日、年末年始
午前9時～午後11時

「＃8000」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎5285−8898（ダイヤル回線の固定電話等）

診療
案内

東京消防庁救急相談センター
（毎日24時間）

「＃7119」（プッシュ回線の固定電話、携帯電話）
☎3212−2323（ダイヤル回線の固定電話等）

東京都医療機関案内サービス
「ひまわり」（毎日24時間）

☎5272−0303
ホームページ� http://www.himawari.metro.tokyo.jp/

電話がかかりにくい場合は、下記の診療案内へ

1
月
27
日（
日
）

ありいずみ内科（内） 芝浦3−11−8　ミナトヤビル3階 5419−7881
麻布光輝クリニック（内・小） 西麻布3−3−2 6240−2912
東京高輪病院（内・外） 高輪3−10−11 3443−9191
萩原歯科医院（歯） 芝大門1−3−5　ゲイブルビル3階 3432−5870
六本木ヒルズ西堀歯科（歯） 六本木6−10−1六本木ヒルズWW6階 5772−8668
★白金坂の上診療所（内・小） 白金台4−7−8　ストーリア白金2階 3447−3232
港区休日歯科応急診療所
（港区口腔保健センター） 三田1−4−10　みなと保健所2階 3455−4927

（休日のみ）

※受診するときは、あらかじめ電話で診療時間等をお問い合わせください。

小児
初期
救急

みなと
子ども

救急診療室

月～金曜
（祝日、年末年始を除く）

午後7時～10時
（受付は午後9時30分まで）

中学生まで
（おおむね15歳
未満の小児）の
軽症患者対象

芝浦1−16−10
（社福）恩賜財団母子愛育会� 総合母
子保健センター　愛育病院1階
� ☎6453−7302

ださい。
対どなたでも
時2月2日（土）午後1時30分～2時30分
所虎ノ門いきいきプラザ
人60人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問虎ノ門いきいきプラザ
� ☎3539－2941

カフェコンサート「Gospel～
Solo～」
　ゴスペルの名曲を迫力ある歌声と
ピアノの生演奏とともにお楽しみく
ださい。
対どなたでも
時2月6日（水）午後2時～3時
所神明いきいきプラザ
人70人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問神明いきいきプラザ�☎3436－2500

昭和歌謡コンサート
　皆さんから広く愛される昭和歌謡
を一緒に歌いましょう。
対どなたでも
時2月9日（土）午後1時30分～3時
所三田いきいきプラザ
人50人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問三田いきいきプラザ�☎3452－9421

日本とレソト王国をつなぐ親善
大使任命式
　親善大使の任命状交付式と、レソ
ト王国の文化や魅力を紹介する講演
会を開催します。区民ギャラリーで
は、写真も展示します。
対どなたでも
時2月5日（火）正午～午後5時（任命
式・文化紹介講演：午後2時～3時30
分（午後1時30分開場）、写真展示：
正午～午後5時）
所赤坂区民センター
人200人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問地域振興課国際化推進係
� ☎3578－2565

若年求職者・区内中小企業見学
ツアー「IT業界を知ろう！」
　区内企業3社を徒歩で巡ります。
対専門・短大・大学生～34歳の求職者
時2月13日（水）午後1時～4時
所港勤労福祉会館
人10人（申込順）
申2月8日（金）までに、産業振興課ホ�

分
所男女平等参画センター（みなとパ�
ーク芝浦2階）
人20人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、4人程度。2月14日（木）まで
に、申込時にお申し出ください）※
詳しくは、男女平等参画センター
ホームページ
http://www.minatolibra.jp
をご覧ください。
申電話または直接、男女平等参画セ
ンターへ。男女平等参画センター
ホームページからも申し込めます。
� ☎3456－4149

精神保健福祉講演会「酒…わかっ
ているけどやめられない～あな
たの飲み方大丈夫？～」
　飲酒の問題について学びます。
対どなたでも
時2月26日（火）午後2時～4時
所みなと保健所8階大会議室
人80人（申込順）※区民のみ保育あり
（4カ月～就学前、5人。申込時にお
申し出ください）
申電話で、1月21日（月）から、みな
とコール（受付時間：午前9時（初日
は午後2時）～午後5時）へ。
� ☎5472－3710
担健康推進課地域保健係

いつまでもおいしく食べて、豊
かで楽しい人生を「健康寿命はお
口の機能改善で変わります」
　健康な口を守ることは全身の健康
にもつながります。日常のケアで気
をつけたいことを、歯科医師が分か
りやすく解説します。
対区内在住・在勤・在学者
時2月27日（水）午後1時30分～3時30
分
所みなと保健所8階会議室
人40人（申込順）※保育あり（4カ月～
就学前、6人。申込時にお申し出く
ださい）
申電話で、1月21日（月）から、みな
とコール（受付時間：午前9時（初日
は午後3時）～午後5時）へ。
� ☎5472－3710
担健康推進課健康づくり係

ピースアンサンブルコンサート
　フルート・バイオリン・ビオラ・
チェロの四重奏室内楽をお楽しみく

� ☎6450－3421　FAX6450－3583

くつろぎカフェ
　がんを患った人とその家族が、気
軽に立ち寄り、安心してゆっくり過
ごせる場として、くつろぎカフェを
催します。
対がんを患っている人または患った
ことのある人、その家族
時2月12日（火）午後1時30分～3時30
分※時間内は入退室自由です。
所がん在宅緩和ケア支援センター
申当日直接会場へ。※詳しくは、が
ん在宅緩和ケア支援センターホーム
ページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
問がん在宅緩和ケア支援センター
（受付時間：月～金曜午前10時～午
後8時、土曜午前10時～午後5時）
� ☎6450－3421

家族会
　こころの病気がある人の家族の集
まりです。交流を通じて家族同士で
支え合い、学び合う場です。
対区民で、こころの病気がある人の
家族
時2月13日（水）午後1時30分～3時30分
所みなと保健所
申初めて家族会に参加する人は、電
話で、健康推進課地域保健係へ。※
保育あり（4カ月～就学前、2人。2月
6日（水）までにお申し込みください）
� ☎6400－0084

北里研究所病院市民公開講座
「IBD（炎症性腸疾患）に検査って
必要なの？」
対区内在住・在勤・在学者
時2月23日（土）午後1時30分～3時30
分
所北里大学薬学部（白金5－9－1）
人200人（申込順）
申電話で、北里研究所病院総務課
（受付時間：平日午前9時～午後5時）
へ。� ☎5791－6143
問健康推進課健康づくり係
� ☎6400－0083

女性の健康講座「更年期からのカ
ラダの変化を知る&健康的に過ご
すために」
対30～50代の女性※配偶者・パート
ナーとの参加も可
時2月25日（月）午後6時40分～8時40

アピアランス個別相談
　手術や抗がん剤、放射線治療の副
作用による脱毛、爪の変色、肌のく
すみ等の外見変化に関してお悩みの
人への支援をしています。
対区民で、がん患者とその家族
時2月6日（水）午後0時30分～1時30分
所がん在宅緩和ケア支援センター
人3人（申込順）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、2月5日（火）午後8時ま
でに、がん在宅緩和ケア支援セン
ター（受付時間：月～金曜午前10時
～午後8時、土曜午前10時～午後5
時）へ。※詳しくは、がん在宅緩和
ケア支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。
� ☎6450－3421　FAX6450－3583

精神保健福祉相談
　こころの病気（アルコール依存症
を含む）や認知症の早期発見・早期
治療・対応の仕方等について、精神
科医師が相談に応じます。
対区内在住・在勤者
時2月8日（金）・18日（月）・20日（水）・
25日（月）※時間はお問い合わせくだ
さい。2月18日は児童精神科医が担
当します。
所みなと保健所
申電話で、健康推進課地域保健係
� ☎6400－0084
または各総合支所区民課保健福祉係
へ。� ☎欄外参照

管理栄養士による栄養セミナー
「チョコとナッツ～カカオの効
果って～」
対どなたでも
時2月9日（土）午前10時30分～正午
所がん在宅緩和ケア支援センター
人15人（申込順）
費用　300円（材料費）
申電話またはファックスで、氏名・
電話番号を、2月8日（金）午後8時ま
でに、がん在宅緩和ケア支援セン
ター（受付時間：月～金曜午前10時
～午後8時、土曜午前10時～午後5
時）へ。※詳しくは、がん在宅緩和
ケア支援センターホームページ
https://www.minato-hpccsc.jp/
をご覧ください。

※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、全て無料です。

◆各総合支所区民課保健福祉係◆　芝地区☎3578－3161　麻布地区☎5114－8822　赤坂地区☎5413－7276　高輪地区☎5421－7085　芝浦港南地区☎6400－0022
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イクル）に関する取り組みを行って
いる区内事業者・団体・グループ等
展示会実施日時　2月2日（土）～11日
（月・祝）午前9時30分～午後8時
展示会実施場所　エコプラザ
人30団体程度（申込順）
申郵送またはファックスで、1月28
日（月）までに、〒108－0075　みな
とリサイクル清掃事務所ごみ減量推
進係へ。※申込書は、港区ホーム
ページからダウンロードしてくださ
い。また、募集内容等について詳し
くは、港区ホームページをご覧くだ
さい。�☎3450－8025　FAX3450－8063

港区地区まちづくりルール認定
審査会委員
　区では、港区まちづくり条例に基
づき、区民参画によるまちづくりに
取り組んでいます。
対区内在住・在勤者で、区民参画に
よるまちづくりの知識があり、平日
の日中の会議に出席できる人
人1人
選書類審査および面接
任期　2年（4月～平成33年3月）
謝礼等　委員には区の規程による謝
礼を支給します。
申郵送または直接、2月15日（金・必
着）までに、応募用紙に必要事項を
明記の上、〒105－8511　港区役所
街づくり支援部都市計画課街づくり
計画担当（区役所6階）へ。応募用紙
は、都市計画課で配布している他、
港区ホームページからダウンロード
もできます。
問都市計画課街づくり計画担当
� ☎3578－2210・44

区立児童館非常勤職員
任用期間　平成31年4月1日～平成32
年3月31日（一定の条件を満たした場
合、更新可）
対平成31年4月1日現在で（1）保育
士、社会福祉士、教員の有資格者
（2）学童クラブ事業等に2年以上従事
かつ総勤務時間が2000時間程度の経
験がある人
業務内容　児童館に勤務する職員に
準じる業務および窓口対応または障
害児指導
勤務時間　週5日29時間（7時間45分
×2日、4時間30分×3日）勤務※夏休
み等の期間は、時間増あり。
報酬（月額）　（1）18万3300円（2）16万
5000円※平成30年度実績、交通費別
途支給
人5人程度
選書類選考後、2月中旬に面接を実
施します。日時は書類選考後にお知
らせします。
申郵送または直接、履歴書（写真貼
付）、応募の動機を書いた原稿用紙
（400字程度）を同封の上、2月1日（金・
必着）までに、〒105－8511　港区役
所子ども家庭課子ども家庭係（区役
所7階）へ。※募集内容について詳し
くは、港区ホームページをご覧くだ
さい。� ☎3578－2426

人208人（会場先着順）※詳しくは、
男女平等参画センターホームページ
http://www.minatolibra.jp
をご覧ください。
申当日直接会場へ。
問男女平等参画センター
� ☎3456－4149

港区学校保健会講演会「思春期を
迎える子どもたちの未来のため
に」
対区内在住・在勤者
時2月7日（木）午後2時～4時
所生涯学習センター
人60人程度（会場先着順）※保育あり
（4カ月～就学前、10人程度。電話で、
1月31日（木）までに、学務課保健給
食係へ）
申当日直接会場へ。
問学務課保健給食係� ☎3578－2737

第2回港区障害者地域自立支援協
議会
対どなたでも傍聴可
時2月7日（木）午後6時30分～8時30分
所障害保健福祉センター
人10人程度（申込順）
申電話で、2月1日（金）までに、障害
者福祉課障害者支援係へ。
� ☎3578－2674

西麻布三丁目北東地区関連の都
市計画案の縦覧
　ご意見のある人は、縦覧期間内に
意見書を提出してください。
件名　地区計画の決定、市街地再開
発事業の決定、高度地区の変更、防
火地域及び準防火地域の変更
縦覧期間　2月1日（金）～15日（金）※
閉庁時を除く。
縦覧場所　都市計画課（区役所6階）
意見書の提出先　郵送または直接、
2月15日（金・必着）までに、〒105－
8511　港区役所街づくり支援部都市
計画課都市計画係へ。
説明会
対どなたでも
時2月1日（金）午後6時30分～8時
所麻布区民センター区民ホール
人200人（会場先着順）�※保育あり（4
カ月～就学前、5人程度。電話で、1
月25日（金）正午までに、都市計画課
都市計画係へ）
申当日直接会場へ。
問都市計画課都市計画係
� ☎3578－2215

港区環境影響調査実施要綱に基
づく環境影響調査書の縦覧
事業名　白金一丁目西部中地区第一
種市街地再開発事業
時1月21日（月）～2月20日（水）※閉庁
時を除く。
所環境課（区役所8階）、各総合支所
管理課、みなと図書館
問環境課環境指導・環境アセスメン
ト担当� ☎3578－2490

3Rパネル展示会への出展団体等
を募集します
対3R（リデュース、リユース、リサ

運営シミュレ－ション等：3月2日
（土）午後1時30分～4時30分
所白金台区民協働スペ－ス
人30人（申込順）
申電話またはファックスで、住所・
氏名・電話番号を明記の上、2月7日
（木）までに、港区社会福祉協議会ボ
ランティア・地域活動支援係へ。
� ☎6230－0284　FAX6230－0285
担保健福祉課福祉活動支援係

あきる野環境学習「軍道紙の紙す
き体験」
対3歳以上の区民※小学生以下は保
護者同伴必須
時2月24日（日）午前8時30分～午後5
時30分頃※午前8時15分区役所集
合、往復バスで移動
所あきる野ふるさと工房（あきる野
市）
人40人（抽選）
費用　大人（中学生以上）：2000円、
小学生：1000円、未就学児：無料
申電話またはファックスで、2月7日
（木）までに、（株）タビックスジャパ
ン八重洲支店（土・日曜、祝日を除
く午前9時30分～午後6時）へ。（株）
タビックスジャパン特設ページ
http://www.tabix.co.jp/akiruno/
からも申し込めます。※「タビック
スあきる野環境学習」で検索できま
す。� ☎3275－3200　FAX3275－0880
問環境課地球環境係� ☎3578－2497

事業者向けセミナー「食品ロスの
削減ススメ」
対区内事業者、町会・自治会
時2月5日（火）第1部：午後3時30分～
4時10分、第2部：午後4時20分～5時
所エコプラザ
人各30人（申込順）※1部、2部のみの
参加可
内第1部：飲食店が取り組んでいる
食品ロスを出さないシステムの紹介
等、第2部：防災備蓄食糧活用術に係
る講演
申電話またはファックスで、2月1日
（金）までに、みなとリサイクル清掃
事務所ごみ減量推進係へ。
� ☎3450－8025　FAX3450－8063

弁護士による区民法律講座「最近
の民法改正について～相続制度
の改正と成年年齢18歳化につい
て～」
対区内在住・在勤者
時2月14日（木）午前10時～正午
所区役所9階会議室
人30人（申込順）
申電話で、2月8日（金）までに、みな
とコール（受付時間：午前9時～午後
5時）へ。� ☎5472－3710
担区長室広聴担当

第6回シアター・リーブラ
対どなたでも
時2月21日（木）午後6時30分～8時30
分（午後6時10分開場）
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
内「わたしの中のあなた（原題：MY�
SISTER’S�KEEPER）」（2009年、ア
メリカ）

ームページ
http://www.minato-ala.net/
からお申し込みください。※詳しく
は、産業振興課ホームページをご覧
ください。
問産業振興課産業振興係
� ☎3578－2560

企業間連携第3回分科会・交流会
「最先端人工知能技術が拓く～新
ビジネス創出セミナー2019～」
分科会
対中小企業者等
時2月20日（水）午後1時～5時
所リーブラホール（みなとパーク芝
浦1階）
人200人（申込順）
申電話で、1月21日（月）～2月18日
（月）に、みなとコール（受付時間：
午前9時（初日は午後3時）～午後5時）
へ。� ☎5472－3710
※詳しくは、産業振興課ホームページ
http://www.minato-ala.net
をご覧ください。
交流会
　セミナー終了後、交流会を開催し
ます。
時午後5時15分～6時45分
所みなとパーク芝浦内
人50人（申込順）
費用　1000円（参加費）
申分科会と同時にお申し込みくださ
い。
問産業振興課産業振興係
� ☎3578－2553

消費者センター講師派遣事業公
開講座「マイクロプラスチックと
海洋汚染～廃棄プラスチックの
影響と私たちにできること～」
対区内在住・在勤・在学者
時2月25日（月）午後2時～4時
所消費者センター（みなとパーク芝
浦2階）
人20人（申込順）
申電話で、1月21日（月）午前9時から、
消費者センターへ。� ☎3456－4159

みなとく銭湯フォーラム「銭湯と
地域のくらし」
　港区浴場組合の皆さんから銭湯の
歴史や文化等を聞くとともに、これ
からの公衆浴場について考えます。
対どなたでも
時2月3日（日）午後0時30分～2時
所介護予防総合センター（みなとパ�
ーク芝浦2階）
人100人（会場先着順）
申当日直接会場へ。
問保健福祉課福祉活動支援係
� ☎3578－2381

災害ボランティア養成講座
　災害が発生したときに活躍する、
災害ボランティアを養成する講座を
開催します。
対区内在住・在勤・在学で、港区社
会福祉協議会の行う災害ボランティ
アに協力する意思がある人
時（1）入門講座：2月14日（木）午後6
時30分～9時（2）図上訓練・まち歩
き：2月16日（土）午後1時30分～4時
30分（3）災害ボランティアセンター

※区役所・総合支所・都庁への郵便は、郵便番号と宛先（例：105-8511 港区役所○○課）で届きます。  ※ファックスでの問い合わせはFAX3578-2034へ。  ※費用の表記がないものは、全て無料です。

区長室広報係　☎3578－2036
 「広報みなと」の
自宅配送について

「広報みなと」は、希望する区民の皆さんに自宅配送しています。また、自宅配送をしている人で、住所が変更になった人は、
区長室広報係へご連絡ください。住所変更の手続きが必要です。
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福島県いわき市

第18回

　福島県南東部の浜通りに位置するい
わき市は、明治期に炭鉱の町として栄
えました。現在は「浜のいわき、歴史
の会津」といわれる東北地方有数の観
光地に発展しました。太平洋に面した
温暖な気候で、メヒカリやウニの貝焼
き等の海産物や温泉、海水浴場等のレ
ジャー施設も人気です。美空ひばりさ
んの代表曲「みだれ髪」や映画の「喜び
も悲しみも幾年月」に出てくる塩屋崎
灯台、「フラガール」のハワイアンズ等
数々の作品の舞台にもなっています。

　いわき市
は、東日本大
震災で大きな
被害を受け、
現在も復興の

途上にあります。「震災以降、観光客
は7割程度しか戻ってきていません
が、今まで以上に、元気ないわきを発
信し続けたいです」といわき市観光交
流室観光交流課の小林真一さん。
　いわき市と港区は、新橋にいわき市
のアンテナショップがあったことを
きっかけに、交流が始まりました。平
成20年に「商店街友好都市との交流に

関する基本協定」を締結し、平成30年
に10周年の節目を迎えました。7月の
「新橋こいち祭り」では、「10周年記念
式典」や「いわきフラガーデン」等の記
念イベントを開催し、さらに絆を深め
ました。
　いわき市
は、相馬市・
南相馬市等
浜通りの13
市町村や団
体とともに
「うつくしま浜街道」のプロジェクトを
展開し、観光振興に力を入れていま
す。平成30年11月には、いわき市の
特産品のネットショップ「いわきの逸
品」を開設しました。2月10日には1万
人以上のランナーが集う「いわきサン
シャインマラソン」が開催されます。
平成32年には復旧が待ち望まれてい
た常磐線が全線開通予定で、復興と発
展へ期待が膨らみます。
　「東京から車で2時間30分程ですの
で、いわき市の素晴らしさを肌で感じ
に来ていただきたいです」と小林さん
は話してくださいました。

応援しよう！フラガールのふるさとを

う
に
の
貝
焼
き

塩屋崎灯台（ひばり歌碑）

1
（金）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）子ども家庭支援センター

2
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）赤坂子ども中高生プラザ

映画会「そして誰もいなくなった」
（原題：AND THEN THERE WERE NONE）

午後1時～4時30分
（午後0時30分開場） みなと図書館

むかしあそびをやってみよう 午後2時30分～3時30分 麻布図書館

3
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター
映画会「摩天楼（ニューヨーク）はバラ色に」

（原題：The Secret of my Success）
午後2時～4時
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

4
（月）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）白金台児童館

5
（火）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）台場児童館

おはなし会「とっとことっとこ」　他 午後2時40分～3時 台場区民センター

6
（水）子ども映画会「あさい海の生き物大集合！」 午後3時～4時

（午後2時30分開場）
高輪図書館分室

（50人）

7
（木）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）豊岡児童館

8
（金）おもちゃの病院 午前10時～午後3時

（受付終了：午後2時30分）港南子ども中高生プラザ

9
（土）

ぴよぴよおはなし会 「まるまるだーれ？」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館
おはなし会「さっちゃんのてぶくろ」　他 午前11時～11時30分 三田図書館

ロック講座「2018年ロックを振り返る！」 午後2時～4時
（午後1時30分開場） みなと図書館（90人）

映画会「できごと」
（原題：ACCIDENT）

午後2時～3時50分
（午後1時30分開場） 港南図書館（45人）

えいごとにほんごのおはなし会 午後3時～3時30分 みなと図書館

10
（日）Storytime in English（英語でおはなし会） 午後2時30分～3時 麻布図書館

13
（水）

ランチタイムコンサート 午後0時10分 障害保健福祉センター
おはなし会「ねこです」　他 午後2時30分～3時 港南図書館
おはなし会「うし」　他 午後3時～3時30分 赤坂図書館

14
（木）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）高輪子ども中高生プラザ

DVDシアター「日本の国産航空機」前編 正午～午後1時 
（午前11時30分開場） 三田図書館（60人）

16
（土）

ぴよぴよおはなし会「あぶくたった」　他 午前11時～11時20分 みなと図書館
一般映画会「ビリディアナ」

（原題：VIRIDIANA）
午後2～3時35分

（午後1時30分開場） 赤坂図書館（35人）

おはなし会「いっしょならもっといい」　他 午後3時～3時30分 みなと図書館

17
（日）

港区スポーツセンター区民無料公開日 午前8時30分～午後10時 港区スポーツセンター
おはなし会「おたのしみじどうはんばいき」　他 午後2時30分～3時 麻布図書館

19
（火）

プレママおはなし会 午前10時～11時30分 みなと図書館

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）麻布子ども中高生プラザ

20
（水）あかちゃんタイム 午前10時～正午 みなと図書館

22
（金）

映画会「リッチ・アンド・ストレンジ」
（原題：Rich And Strange）

午前10時30分～正午 
（午前10時開場）

高輪区民センター
（50人）

映画会「ここに生きる」 午後1時～2時45分
（午後0時30分開場）

高輪区民センター
（50人）

DVDシアター「アトムの足音が聞こえる」 午後6時～7時30分
（午後5時30分開場） 麻布図書館（30人）

23
（土）

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）

芝浦アイランド児童
高齢者交流プラザ

みなとシネクラブ「手紙は憶えている」
（原題：REMEMBER）

午後1時～3時10分
（午後0時30分開場） みなと図書館

麻布図書館
「ジャズ・コンサートとブックトーク」

午後2時～3時30分
（午後1時30分開場） 麻布図書館（30人）

おはなし会「たべてみたい！」　他 午後2時～2時30分 赤坂図書館
きしゃポッポおはなし会 午後2時30分～3時 麻布図書館

24
（日）

おはなし会「おにのおにぎりや」　他 午前11時～11時30分 高輪図書館
映画会「ジョセフ・ロージー：四つの名を持つ男」

（原題：JOSEPH LOSEY:THE MAN WITH FOUR NAMES）
午後2時～3時25分

（午後1時30分開場） 三田図書館（60人）

赤坂図書館ブッククラブ 午後2時30分～3時30分
（午後2時開場） 赤坂図書館（15人）

26
（火）おやこおはなし会「おやさいとんとん」　他 午前11時～11時30分 高輪図書館分室

27
（水）おやこおはなし会「ねこガム」　他 午前10時30分～11時 港南図書館

28
（木）

16ミリ映画会「喜劇　駅前温泉」 午後1時～2時50分
（午後0時30分開場） みなと図書館

おもちゃの病院 午前10時～午後3時
（受付終了：午後2時30分）高輪児童館

おはなし会「チョコレートパン」　他 午前10時30分～11時 三田図書館

とき とき内容 内容時間 時間ところ ところ

February

子ども家庭支援センター� ☎6400－0090
赤坂子ども中高生プラザ� ☎5561－7830
麻布図書館� ☎3585－9225
港区スポーツセンター� ☎3452－4151
白金台児童館� ☎3444－1899

みなと図書館� ☎3437－6621
台場児童館� ☎5500－2363
台場区民センター� ☎5500－2355
高輪図書館分室� ☎3443－1666
豊岡児童館� ☎3453－1592
港南子ども中高生プラザ� ☎3450－9576
三田図書館� ☎3452－4951

港南図書館� ☎3458－1085
障害保健福祉センター� ☎5439－2511
赤坂図書館� ☎3408－5090
高輪子ども中高生プラザ� ☎3443－1555
麻布子ども中高生プラザ� ☎5447－0611
高輪図書館� ☎5421－7617
芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ�☎5443－7338

時間、ところ欄にある（�）は、それぞれ開場時間、定員をあらわしています。定員を超えた場合、入場をお断りすることもありますので、ご了承ください。

　みなとエコチャレンジ参加
者のポイントの景品交換申請
受付は、2月上旬に開始しま
す。参加者には、申請期間や
申請方法等、詳細について、
1月末頃に通知します。
※�インターネットでの参加者
には、メールで通知します。
※�インターネット以外での参
加者には郵送します。
みなとエコチャレンジの参加
者は、随時募集しています
　みなとエコチャレンジと
は、電気等の使用量を削減す
る等、ご家庭で環境にやさし
い行動を実践していただき、
実績に応じて区がポイントを
付与するものです。集めたポ
イントは、景品と交換できま
す。

参加申込方法
　参加申し込み方法はみなと
エコチャレンジ専用ホーム
ページ
https://www.minato-eco�
challenge.jp/
をご覧いただくか、お問い合
わせください。

環境課地球環境係� ☎3578－2496

景品の一例（間伐材グッズ）

みなとエコチャレンジ2018の

景品交換のご案内


